
　・場　所 　やまなみ会館　多目的ホール

　・時　間 午前１０：００～午前１１：３０

　・参加費

　・保険料

　・定　員 ３０名

・講　師 　斉藤　栄一　氏
・場　所 　吉田生涯学習センター　視聴覚室
・期　日 毎月第２水曜日　（４月～２月）全１１回
・時　間 午後１：３０～午後３：００
・参加費
・保険料

令和３年３月１０日発行 吉田地区の世帯数及び人口 令和３年２月１日現在

人　　　　　口
男 女 合　計

下吉田 340 440 466 906 
久長 309 275 328 603 
阿熊 59 68 54 122 
取方桜井 139 176 182 358 
上の原 271 348 332 680 
井上 267 357 369 726 
上吉田東 199 234 236 470 
上吉田西 171 212 178 390 
石間 100 105 101 206 
太田部 15 10 12 22 

１，０００円（全８回）

    ２００円（年額）

１，０００円（全１１回）
    ２００円（年額）

お申込み・お問い合わせ…吉田公民館  TEL ７７－１１００

町 会 名 世帯数

合　計 1,870 2,225 2,258 4,483 

期　日 内　　容 講　　師

4月22日 (木）
１回　地質学発祥の秩父から全国のジオを語る                        
箱根、伊豆大島、伊豆半島ジオパーク

内藤　定芳　氏
5月27日 (木）

２回　地質学発祥の秩父から全国のジオを語る             　　    
姫島、豊後大野、隠岐ジオパーク

6月24日 (木）
３回　地質学発祥の秩父から全国のジオを語る               　　　  
アポイ岳、白滝、鹿追ジオパーク 埼玉県環境アドバイザー　　　

高崎経済大学非常勤講師
7月29日 (木）

吉田から始まった秩父平氏一族　Ⅴ                                   
相模国から北薩摩に展開した渋谷氏

8月26日 (木）
吉田から始まった秩父平氏一族　Ⅵ      　                            
河越氏と木曾義仲への繋がりを調べる

9月30日 (木） 秩父山峡に消える養蚕信仰の形跡
中　紀雄　氏

10月28日 (木） 奥秩父山地への一時的林業移住者（非定住製炭者） 元小鹿野町教育長　　　　　　　　
長尾景春の伝承地を歩く
会代表11月25日 (木） 鉢形城を築いた長尾景春と秩父地域との関わり

　公民館だより  (第５４号）

       
　　　　　　　

　　　　　
　　　　　
         吉田公民館  TEL ７７－１１００　

秩父郡市に古くから伝わる文化・芸能・歴史等に詳しい講師を迎えて開催します

令和３年度より講師に斉藤栄一氏を迎えて開催します

吉田公民館主催講座

吉田公民館主催講座



☆お申込み・お問い合わせは、吉田公民館までご連絡ください☆　 ☎　　　 ７７－１１００

主催講座・クラブ 日　時 会　場 定　員 参 加 費

郷土学習教室 最終 木曜日 やまなみ会館

秩父の文化や歴史を学ぶ　全８回 （４～11月） 10：00～11：30 多目的ホール

絵手紙教室 第４　木曜日 生涯学習センター

絵手紙の基本を学びます （４～２月　全１１回） 13:30～15:30 2階　視聴覚室

笑いヨガ教室 第２　金曜日 生涯学習センター

楽しく元気になります （４～２月　全１１回） 13:30～15:00 2階　視聴覚室

エコクラフト教室 第1火曜13:30～15:30 生涯学習センター

バックや小物を作ります （４～１０月　全１１回） 第3火曜10:00～12:00 2階　視聴覚室

ステップ体操教室 第２水曜日 やまなみ会館

踏み台昇降運動 （４～７月・９～３月全１１回） 10:00～11:00 会議室

万葉集教室 第２　水曜日 生涯学習センター

万葉の世界を楽しみます (４月～２月全１１回) 13:30～15:00 2階　視聴覚室

手芸（編み物）クラブ 第３　水曜日 生涯学習センター

初心者でも大丈夫です 13：30～15：30 2階　視聴覚室

ヨガクラブ 毎週　月曜日 やまなみ会館

心と体のバランスを整えます 13：30～15：30 会議室

マクロビオティック料理クラブ 第３　水曜日 吉田保健センター

自然食で体に優しく健康に 10：00～12：00 調理実習室

スポーツウエルネス吹矢クラブ 第１・３　金曜日 生涯学習センター

簡単・楽しい・体に良い 13:30～15:30 2階　視聴覚室

健康体操（自彊術）クラブ 第１・３　火曜日 やまなみ会館

心身ともに健康に、自身で行う運動療法 13：30～15：30 会議室

パソコンクラブ(A) 偶数月第１・２・３火曜 生涯学習センター

レベルに合わせて学べます 19：00～21：00 2階　研修室

パソコンクラブ(B) 奇数月第１・２・３火曜 生涯学習センター

レベルに合わせて学べます 19：00～21：00 2階　研修室

ウォーキングくらぶ 第１　水曜日 やまなみ会館

正しい歩き方・姿勢を身につけましょう 13：30～15：00 多目的ホール

マクラメクラブ 第２・４　火曜日 生涯学習センター

ひもを使って作品つくり 13：30～15：30 2階　研修室

オカリナクラブ　　
第2金曜日（経験者）　　
第3水曜日(初心者）

生涯学習センター

初心者の方もお気軽にどうぞ 19：00～20：30 2階　研修室

パン作りクラブ（Ａ） 第３　月曜日 吉田保健センター

おいしい手作りパン、焼き立ては最高！ 13：30～15：30 調理実習室

パン作りクラブ（Ｂ） 第４　月曜日 吉田保健センター

おいしい手作りパン、焼き立ては最高！ 13：30～15：30 調理実習室

フラダンスクラブ（Ａ） 第１・３　火曜日 生涯学習センター

明るく楽しく踊ります♪ 19：00～21：00 2階　視聴覚室

フラダンスクラブ（Ｂ） 第２・４　水曜日 生涯学習センター

イベントにも参加できます 19：00～21：00 2階　視聴覚室

声に出して読もう会 第１　水曜日 生涯学習センター

絵本や詩を声に出して読みましょう 13：30～15：30 2階　視聴覚室

※定員を超えた場合は抽選となります。 　　　　　　　☆→材料費、テキスト等含　　★→材料費、テキスト代別

30 年1,000円

30 年1,000円★

20 年1,000円

15 年1,000円★

10 年1,000円

20 年1,000円★

20 月1,000円★

15 月2,000円

16 回500円★

20 月1,000円★

15 月1,500円★

14 月1,500円★

14 月1,500円★

25
３ヶ月
2,500円

14 無料★

14 月1,000円★

8 月1,700円☆

8 月1,700円☆

20 月1,000円★

20 月1,000円★

15 月500円


